
 
 

 
 

シームレス可視化ソリューション 

Seamless Visualization 

あらまし  

計算機の単体性能の高速化や分散並列化に伴い，研究者はより大規模なデータを取り扱

うようになってきている。これに伴い，計算結果の確認における可視化の重要性は，ますま

す増してきている。しかし，研究者が汎用可視化ソフトウェアを駆使して可視化を行うため

には，作成されたデータ（計算結果など）に対して，多数の可視化手法の中から最適な手法

の選択や組合せを行う作業が必要になるなど，様々なスキルが要求されてきた。シームレス

可視化ソリューションでは，可視化を計算機利用の流れの中での不可欠な1プロセスとして

位置付け，可視化の専門家でなくても研究者が遠隔地の利用者端末を通して小規模から大規

模までの計算結果を可視化できる可視化環境を実現した。 
本稿では，適用事例を交えてこれからの可視化を紹介する。 

Abstract 

With the rise in computer speeds and progress in parallel processing on distributed 
computers, researchers are now handling massive amounts of data.  Therefore, 
visualization as a means of presenting calculation results to users is growing in importance.  
However, for researchers to make good use of general-purpose visualization software, they 
currently need to have various skills because the best technique, or the best combination of 
techniques, for visualizing the generated data (e.g., calculation results) should be selected 
from among many available ones.  In our study on seamless visualization, we identified 
visualization as an indispensable process in the flow of computer use, and we succeeded in 
creating a visualization environment that lets researchers comprehend calculation results 
ranging from small-scale to large-scale ones through a user terminal in the remote place 
even if they are not visualization specialists.  This paper describes our experience with this 
application and introduces future solutions for visualization. 
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ま え が き 

 数値計算を行う多くの研究者は，自身の計算結果

の妥当性を直観的に判断するために，コンピュータ

グラフィクスの技術を用いて計算結果を画像として

視覚化する作業を行う。これを計算結果の可視化と

言う。 
 計算機の単体性能の高速化や分散並列化に伴い，

計算結果データも大規模化し，計算結果のすべてを

確認することが困難になってきている。このため，

計算結果の可視化がますます不可欠になってきてい

る。しかし，これまでの可視化は専門的な知識が必

要とされ，可視化の利用普及を妨げてきた。そこで，

富士通は利用者の操作を簡便化し，専門的な知識を

持たない研究者に対しても，可視化の操作が容易な

シームレス可視化ソリューションを提供している。 
 本稿では，まず，従来の可視化環境が抱える課題

を説明し，シームレス可視化ソリューションによる

解決について述べる。続いて，具現化した機能につ

いて説明し，最後に導入効果および事例を述べる。 

従来の可視化環境の課題と解決 

 シームレス可視化ソリューションでは，可視化を

単独の作業ではなく，計算機利用の一プロセスとし

て計算機利用シーンの中での存在を確立すべく，従

来の可視化環境が抱える以下の三つの観点で課題を

抽出し，それを解決するためのアプローチ・要件を

整理した。 
・研究者の業務プロセスの観点 
・可視化ソフトウェア利用の観点 
・研究者を取り巻く環境の観点 
● 研究者の業務プロセスの観点 
 研究者がどのように可視化業務を実施しているか

を理解するために，可視化を扱う一連の研究業務プ

ロセスを細分化した。 
 数値計算を行う研究者の目的の多くは物理現象を

解明し，社会に貢献することである。このために物

理現象の解明の裏付けとなる計算結果を導き出し論

文などの形で発表を行っている。計算機環境として

は，通常，数値計算と可視化を行うためのサーバが

それぞれある（図-1）。 
 研究者はプログラムやデータを整備し，計算サー

バで数値計算をジョブとして実行する。つぎに計算

結果を可視化サーバにファイル転送し，可視化用

データを準備した上で可視化を行い，結果の確認を

行う。満足な結果が得られるまで，プログラムや

データを修正して繰り返し試行することになる。 
 近年，計算サーバの大規模化によるノード数の増

加とCPUの高速化，メモリの大容量化など，ノー

ド単体性能の向上に伴い，計算結果も大量に出力さ

れ，個々のファイルサイズが大規模なものになって

いる。そのため，計算サーバから可視化サーバへの

計算結果のファイル転送に長時間を要する状況が生

じて，結果確認までの1回の試行時間が長期化し，
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図-1 計算科学研究者の従来の業務プロセス 
Fig.1-Typical existing business process of researcher in computational science. 
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最終的に欲しい結果を得るまでの時間が長期化して

いるという問題があり，これをどのように解決する

かという課題がある（課題1）。 
 また，現在，ジョブの解析内容と可視化結果の対

応付けは研究者自身が行っている。しかし計算結果

ファイルが大量になることで，対応付けの管理が煩

雑化してきており，これをどのようにして簡便化し

て研究者の負担を減らすかが課題となっている（課

題2）。 
 以降，これらの課題に対する解決策を述べる。 
・課題1の解決：大容量ファイル転送の時間短縮 
 本課題については，計算結果を計算サーバ上で直

接可視化することにより解決できると考えた。具体

的には，可視化ソフトウェアを計算サーバで動作さ

せ，さらに，計算結果を可視化するための可視化用

データを計算サーバ上で作成できるようにすること

である。さらに試行時間を短縮するためには可視化

ソフトウェアは大量のファイルを並列で読込み可能

であることが望ましい。このアプローチでは，計算

サーバへの負荷が高くなるデメリットがあるが，計

算サーバの高速化に伴い，計算サーバ上での直接可

視化が現実的なものとなってきたという背景に支え

られている。また，可視化専用のサーバを設けない

ことによるコストダウンが図れるようになる。 
・課題2の解決：大量のジョブの出力ファイルと可

視化結果の対応付け管理の簡便化 
 これまでは，ジョブ実行と可視化が分離されてい

たため，ファイルの対応付けの管理が煩雑であった。

この対策としては，解析内容（ジョブID）とジョ

ブの出力結果を対応付けし，同時にジョブの出力

ファイル（計算結果）と可視化情報（パラメタ）を

対応付けすることで，結果的に解析内容と可視化情

報を対応付けて管理できるようになる。このように，

数値計算の実行から可視化までを一貫してサポート

する利用者環境が，関連する情報を管理し，機能間

の情報の橋渡しをすることで，研究者は解析内容や

計算結果の対応付けを意識せずに可視化できるよう

になると考えた。 
● 可視化ソフトウェア利用の観点 
【ポスト可視化】 

 従来は可視化スキルを有した研究者が数値計算を

実行した後に高機能な汎用可視化ソフトウェアを利

用し，計算結果ファイルを可視化（ポスト可視化）

していた。汎用可視化ソフトウェアは高機能である

反面，可視化すること自体が目的ではない研究者に

とっては，可視化を行う上で以下の障害があった。 
（1） 可視化ソフトウェアの入力データ（可視化用

データ）を作成するために可視化ソフトウェア

の仕様や操作方法を習得しなければならない。 
（2） 可視化手法（断面図や等値面図，ベクトル表

示など）を理解した上で，選択や組合せを行い

可視化しなければならない。 
 つまり，可視化ソフトウェアの理解に加え，可視

化そのものに関する知識も必要になり，さらに，可

視化ソフトウェアが並列対応であると，並列化を意

識した指示をしなければならない。このような理由

で可視化ソフトウェアの使い勝手の改善が課題と

なっている（課題3）。 
・課題3の解決：可視化ソフトウェアの使い勝手の

改善 
 従来のサーバ側で動作する汎用可視化ソフトウェ

アのユーザインタフェースは，可視化の専門家でし

か使いこなせないものであった。可視化に関する専

門知識がなくとも，可視化手法を選択して可視化で

きるような入力インタフェースを持つ可視化ソフト

ウェアを適用することで使い勝手は改善できると考

えた。 
 また，可視化用データについては，簡単な入力で

自動生成できることと，一度作成した可視化用デー

タを初期値として利用できるように新たに整備する

ことで，使い勝手の改善を図ることができると考

えた。 
【リアルタイム可視化】 

 可視化ソフトウェアの利用シーンには，途中結果

を確認するなどの目的で，数値計算プログラムの実

行時に同時に可視化を行う場合がある（リアルタイ

ム可視化）。リアルタイム可視化を行う研究者は，

プログラムの実行中の計算結果を取得するために，

あらかじめソースプログラムに可視化専用のライブ

ラリを組み込み，可視化対象のデータを抽出する作

業が必要であった。この作業は煩雑であり，リアル

タイム可視化の利用普及を妨げる要因となっていた

（課題4）。 
・課題4の解決：リアルタイム可視化のための数値

計算プログラム改変の必要性回避 
 数値計算プログラムを改変せずに，実行中ジョブ
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の可視化対象のデータを外から抽出する仕組みを持

つ専用ソフトウェアを整備し，可視化ソフトウェア

で利用できるようにすることで解決できると考えた。 
● 研究者を取り巻く環境の観点 
 今日ではネットワークの普及が進み，モバイルや

ユビキタスなど，場所を問わない環境が広がってき

ている。さらに，大学，研究所，民間などの機関の

統廃合が進み，必然的に計算機環境（センタなど）

の統廃合も進んでいる。その結果，大学外や研究所

外から場所を問わず利用が可能な利用者環境が広

がってきている。ジョブ実行まで可能な計算機環境

は大学外や研究所外から利用できる環境が整備され

てきている一方で，可視化環境はそれに追いついて

いないため，整備する必要があった（課題5）。 
・課題5の解決：遠隔からの可視化環境整備 
 利用者環境に左右されずに，どこからでも同一イ

ンタフェースで利用できることに加え，可視化ソフ

トウェアを利用者の場所に影響を受けずに利用でき

るようにする必要がある。これには，利用者端末か

ら可視化環境に同一の可視化ソフトウェアでアクセ

スし，その際に利用する通信プロトコルは，ジョブ

実行ができる利用者環境と同じファイアウォールを

越えて利用できるプロトコルとすることで解決でき

ると考えた。 
 抽出した課題から可視化環境に求められる要件を

整理すると以下のようになる。 
 要件1：計算サーバ上で計算結果が直接可視化可

能であること。 

 要件2：ジョブ実行時に大量出力される出力ファ

イルと可視化情報がジョブIDにより紐
ひも

付けされ，

出力ファイルの可視化が容易に可能であること。 
 要件3：可視化操作が容易な可視化ソフトウェア

であること。 
 要件4：数値計算プログラムの改変なしにリアル

タイム可視化ができること。 
 要件5：遠隔地からインターネット経由で，同一

のユーザインタフェースで利用可能であること。 
 次章では上記を実現したシームレス可視化ソ

リューションについて解説を行う。 

シームレス可視化の実現 

 シームレス可視化ソリューションは，利用者環境

ポータル，可視化サーバソフトウェア，可視化クラ

イアントソフトウェアおよびメモリデータ取得ツー

ルから構成される（図-2）。 
 ここで，利用者環境ポータルとメモリデータ取得

ツールには富士通“HPC Portal”(1)とライブラリレ

ス・リアルタイム可視化システム“VisTrace”(2)を

採用し，可視化ソフトウェアには，サーバ側とクラ

イアント側にそれぞれ，株式会社ケイ・ジー・

テ ィ ー の 並 列 処 理 対 応 可 視 化 シ ス テ ム

“AVS/Express Parallel Support Toolkit”(3)（以下，

AVS/PST）と簡単可視化ソフト“MicroAVS”(4)を

採用した。今回，これら既存ソフトウェアの連携動

作を可能にすることで，前述の要件を以下の機能に

より実現した。 
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図-2 シームレス可視化ソリューションを適用した利用者環境 

Fig.2-User environment that applies Seamless Visualization. 

558 FUJITSU. 59, 5, (09,2008) 



 
シームレス可視化ソリューション 

・可視化支援機能（要件1の実現） 
・ジョブ連携可視化機能（要件2および4の実現） 
・簡単並列可視化操作機能（要件3の実現） 
・遠隔地可視化操作機能（要件5の実現） 
● 可視化支援機能 
 可視化支援機能はMicroAVSとAVS/PSTの連携に

必要な可視化用データであるFieldファイル，

MicroAVS読込み情報ファイルを計算サーバ上に作

成する支援機能とクラスタ情報ファイルの自動生成

機能で構成される。 
 AVS/PSTを計算サーバで動作させ，可視化用

データを作成できるようにしたことで，計算サーバ

上でも計算結果が直接可視化可能になり要件1を実

現した。 
 Fieldファイルは，構造格子データである計算結

果をAVS/PSTで可視化する場合に，計算結果から

可視化対象データを抽出するために必要なファイル

であり，キーワードとして計算結果ファイルのパス

などを記述する。また，このFieldファイルは，

「Fieldファイル作成支援機能」を使って作成される。

Fieldファイル作成支援機能では，Fieldファイルの

キーワードを覚えなくとも，HPC PortalのGUIで
必要なパラメタを選択することによってキーワード

の設定を可能であることや，HPC Portalが取得す

るサーバ上のファイル一覧から計算結果ファイルを

GUIで選択するだけでファイルパスの入力を可能

としている。一度作成すると，入力したパラメタを

初期表示するため，2回目以降は修正箇所の変更の

みで作成できるようになる。 
 MicroAVS読込み情報ファイルは，MicroAVSと
AVS/PSTを連携させるための情報（Fieldファイル

などの入力ファイルのパス）が記述されたファイル

である。入力ファイルのパスは，計算結果が時系列

データであっても，空間分割された出力データで

あっても，1行で表現できるため，数百数千行の記

述をしなくてもよいようにした。このMicroAVS読
み込み情報ファイルは，MicroAVS読み込み情報

ファイル作成支援機能を使って作成される。

MicroAVS読み込み情報ファイル作成支援機能では，

MicroAVS読み込み情報ファイルのキーワードを覚

えなくとも，HPC PortalのGUIで必要なパラメタ

選択することによってキーワードの設定が可能であ

ることや，HPC Portalが取得するサーバ上のファ

イル一覧からFieldファイルをGUIで選択するだけ

でファイルパスの入力を可能としている。一度作成

すると，入力したパラメタを初期表示するため，2
回目以降は修正箇所の変更のみで作成できるように

なる。 
 クラスタ情報ファイルは，並列で稼働する

AVS/PSTが利用する計算機を指定するファイルで

あり，AVS/PSTの起動時に必要なファイルである。

HPC Portalがクラスタ情報ファイルを自動生成す

るようにしたことで，研究者はクラスタ情報ファイ

ルを意識せずともAVS/PSTを利用できるように

なった。 
● ジョブ連携可視化機能 
 ジョブ連携可視化機能は，HPC Portalの実行中

ジョブ一覧からの可視化（リアルタイム可視化）や

終了ジョブ一覧からの可視化（ポスト可視化）を可

能とするなど，解析内容と紐付けた可視化を可能と

する機能である。これにより要件2を実現した。 
（1） リアルタイム可視化 
 実行中ジョブのリアルタイム可視化を行うには，

研究者がHPC Portalの実行中ジョブ一覧でジョブ

を選択し，可視化する配列名と取得データサイズな

どを設定する。HPC Portalは実行プログラムの

ジョブ情報（ジョブのリクエスト名，リクエスト

ID）と可視化したい配列名とサイズなどのパラメ

タをVisTraceに受け渡し，VisTraceが受け渡され

たパラメタを基に実行中ジョブのプロセスから可視

化される配列を抽出し，AVS/PSTに送られ可視化

することが可能となる。これにより要件4を実現

した。 
（2） ポスト可視化 
 終了ジョブの計算結果に対するポスト可視化を行

うには，研究者がHPC Portalの終了ジョブ一覧で

ジョブを選択し，可視化用データとAVS/PSTの並

列数などのパラメタなどを与える。HPC Portalは
計算結果に紐付けた可視化用データをAVS/PSTに

受け渡し可視化することが可能となる。 
 ジョブ連携の可視化については，実行中，実行後

にかかわらず，過去に可視化したジョブと同じジョ

ブ名の計算結果に対しては，それが異なるジョブで

あっても，ボタン操作一つで可視化可能である。こ

れらはHPC Portalが管理するジョブ情報を，可視

化ソフトウェアに自動的に受渡しすることで実現し
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図-3 ジョブ連携の可視化操作 
Fig.3-Coordinated operation of job execution and visualization. 

 

た（図-3）。 
 従来のようにファイルを指定して可視化を行うポ

スト可視化の機能としてファイル可視化機能も有し

ている。ファイル可視化機能はジョブ一覧から削除

した場合や，計算結果をジョブの結果とは別に入手

した場合でも，可視化操作画面において，可視化用

データを設定しAVS/PSTの並列数を入力するだけ

で，可視化を行うことを可能とした。本機能は

HPC Portalの持つファイル情報を可視化ソフト

ウェアに自動的に受け渡すことで実現した。 
● 簡単並列可視化操作機能 
 簡単並列可視化操作機能は，MicroAVSのインタ

フェースでAVS/PSTを利用して計算サーバ上の計

算結果を可視化する機能である。クライアント側の

MicroAVSとサーバ側のAVS/PSTを連携することで，

MicroAVSの特長であるアイコンメニューでの簡単

な操作で可視化手法を選択し，計算サーバ上の

AVS/PSTにより計算結果を可視化できる。これに

より可視化に関する専門的な知識が少なくとも可視

化が可能になった。これにより要件3を実現した。 
● 遠隔地可視化操作機能 
 遠隔地可視化操作機能は，MicroAVSとAVS/PST
を直接連携するのではなく，MicroAVSとAVS/PST
の通信をHPC Portalが中継することで実現した。

MicroAVSとHPC Portalは，HTTP/HTTPSプロト

コルで通信することで，インターネット経由で可視

化する際，ファイアウォールに可視化独自のプロト

コルを通すための設定をせずに，遠隔地からの可視

化操作が可能となる。これにより要件5を実現した。 

導 入 効 果 

 ここで従来の可視化とシームレス可視化ソリュー

ションによる業務プロセスを比較してみる（図-4）。 
 従来の利用者環境で数値計算の実行から計算結果

の可視化までを行う手順は以下のようになる。最初

にジョブ投入用シェルスクリプトを作成し，ジョブ

投入を行うことによって数値計算を実施する。つぎ

に計算結果を利用者端末へファイル転送する。さら

に利用者端末上で可視化ソフトウェアを起動し，計

算結果を可視化する。 
 シームレス可視化ソリューションでは，データの

ある場所（計算サーバ）で可視化を行うことで，研

究者が繰り返し行う作業を短縮できる。さらに利用

者環境ポータルとの連携により，ジョブを選択する

だけで可視化が行えたり，高機能な汎用可視化ソフ

トウェアのスキルがない研究者でも可視化を利用し

たりできる。加えて，可視化支援機能により，研究

者は面倒な可視化用データの生成を最小限の手間で

行うことが可能である。 
 シームレス可視化を導入することで，数値計算を

行う研究者が計算機上で行うすべての操作を一つの

環境の中で最小の手順で行うことが可能となる。 
 これまで，研究者が実際に計算機システムを利用

する観点でシームレス可視化ソリューションが適用
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されたシステムの導入効果を示した。シームレス可

視化ソリューションには運用管理者側にも以下のメ

リットが存在する。 
（1） 計算サーバ上での可視化を実現したことによ

り，高価な可視化専用サーバが不要となる。 
（2） 利用者端末との通信はHTTP/HTTPSプロト

コルでの通信を可能とすることで，ファイア

ウォールに可視化独自のプロトコルを通すため

の設定をせずに，遠隔地から可視化環境を研究

者に提供しやすくなった。 
 

適 用 事 例 

 シームレス可視化ソリューションは九州大学様の

計算機システムに「FUJITSU統合可視化システ

ム」として導入され稼働している（図-5）。 
 九州大学様は全国共同利用センターの役割を持つ

ため，学外からインターネット経由でファイア

ウォールを越えて利用できるようになっており，学

外からFUJITSU統合可視化システムを利用した成

果(5)も報告されている。 

 

可視化

数値計算実行 数値計算実行

可視化

ジョブ投入用シェルスクリプト作成　

NQSコマンドでジョブ投入　

計算結果を利用者端末へファイル転送　

利用者端末で可視化ソフトを起動　

計算結果ファイルを読み込む　

利用者環境ポータルでジョブを投入　

利用者環境ポータルでジョブを選択　

可視化

可視化
しかも
流れが
途切れる

Visualizeアイコン
を押すだけ！

（a）従来の可視化 （b）シームレス可視化ソリューション  
図-4 従来の可視化とシームレス可視化の比較 

Fig.4-Comparison of process between typical existing visualization system and seamless visualization system. 
 
 

 
図-5 FUJITSU統合可視化システム 

Fig.5-FUJITSU integrated visualization system. 
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図-6 ISVアプリケーション向けシームレス可視化環境

シームレス可視化の応用 

● ISVアプリケーション向けシームレス可視化 
 本可視化は，可視化サーバソフトウェアに3次元

解析ビューワ“CNA-Viewer”，(6) 可視化クライアン

トソフトウェアに“3D AVS Player”(7)を用いたISV
アプリケーション向けの可視化ソリューションの提

供形態である。この利用者環境により，多機能で高

価格の専用ポストプロセッサを利用せずに，さらに，

計算サーバ上にあるISVアプリケーションの計算結果

ファイルを利用者端末に転送せずに，可視化できる

ようになる。可視化結果は，3次元アニメーションを

可能とするファイルフォーマットGeometry Flipbook 
Animation（以下，GFAファイル）に出力すること

が可能になっている。GFAファイルは時系列可視化

結果をポリゴン出力したファイルであるため，3D 
AVS Playerでアニメーション再生に加え，回転，移

動，拡大などの表示ができるようになる（図-6）。 

Fig.6-Seamless Visualization environment for ISV 
application. 

 

● AVSスケーラブル可視化システム 
 シームレス可視化ソリューションは，以下の四つ

の機能を有することで，従来の可視化環境が持つ問

題を解決している。 
・可視化支援機能 
・ジョブ連携可視化機能 
・簡単並列可視化操作機能 
・遠隔地可視化操作機能 
 これらの機能のうち，簡単並列可視化操作機能に

ついては，株式会社ケイ・ジー・ティーからAVSス
ケーラブル可視化システム(8)としても販売されてい

る。AVSスケーラブル可視化システムは，クライア

ント側のMicroAVSとサーバ側のAVS/PSTが連携す

ることで，MicroAVSのアイコンメニューによる簡

単な操作で，計算サーバ上のAVS/PSTにより計算

結果を可視化することが可能となっている。 

む  す  び 

 可視化環境に従来からある課題をシームレス可視

化ソリューションにより解決し，可視化の初心者で

も利用できる環境を提供することができるように

なった。 
 今後は，シームレス可視化ソリューションで取り

扱うことのできる可視化アプリケーションを拡充し，

利用者のニーズに応える，より良い可視化ソリュー

ションを提供していく予定である。 
 
参 考 文 献 

（1） 富士通：HPC Portal紹介ページ． 
http://jp.fujitsu.com/solutions/hpc/solutions/ 
hpcportal/index.html 

（2） 小笠温滋ほか：ライブラリ呼び出しが不要なリア

ルタイム可視化システムの開発．第10回日本計算工学

会講演会，計算工学講演会論文集，p.93-94，2005． 
（3） ケイ・ジー・ティー： AVS/Express Parallel 

Support Toolkit：並列処理対応可視化システム紹介

ホームページ． 
http://www.kgt.co.jp/feature/pst/ 

（4） ケイ・ジー・ティー：MicroAVS：簡単可視化ソフ

ト紹介ホームページ． 
http://www.kgt.co.jp/feature/microavs/ 

（5） 奥園 健：有限要素法による大規模多目的ホール

の音場解析と可視化．可視化情報学会第13回ビジュア

リゼーションカンファレンス（2007,10）． 
（6） 富士通長野システムエンジニアリング：3次元解析

ビューワ（CNA-Viewer）紹介ホームページ． 
http://jp.Fujitsu.com/group/fns/services/manufact/ 
cna2/characteristic5.html 

（7） ケイ・ジー・ティー：3D AVS Player紹介ホーム

ページ． 
http://www.kgt.co.jp/feature/3davs/ 

（8） ケイ・ジー・ティー：AVSスケーラブル可視化シス

テム紹介ホームページ． 
http://www.kgt.co.jp/feature/avs-svs/ 

 

562 FUJITSU. 59, 5, (09,2008) 

http://jp.fujitsu.com/solutions/hpc/solutions/hpcportal/index.html
http://www.kgt.co.jp/feature/pst/
http://www.kgt.co.jp/feature/microavs/
http://jp.Fujitsu.com/group/fns/services/manufact/cna2/characteristic5.html
http://www.kgt.co.jp/feature/3davs/
http://www.kgt.co.jp/feature/avs-svs/

